
まるひろ
Mクラブカード
会員様

12/13□限り水 食料品 ポイントフェア まるひろ全店、年内は休まず営業いたします。
まるひろMクラブカードはセール品でも「100円（税抜）のお買物で1ポイント」

2017

12/13 水坂戸店 まるひろホームページは、こちらから➡
http://www.maruhiro.co.jp

〒350-0229 坂戸市薬師町28-1 ☎049（288）0001（代表）
営業
時間

 1階 ＝午前10時～午後7時30分
2・3階 ＝午前10時～午後7時

登録受付中！
サークル

坂戸店150セット限定 お１人様１セット限り

※詳しくは、3階＝サービスカウンターまで。

●500円券11枚（5,500円分）を
　5,000円で販売。 
●サービスカウンターにて
　販売いたします。
※上記、大人のエンジョイ
　サークル会員の方が
　ご購入いただけます。

1割
お得な

今月は
12月15日（金）
販売！

予告

12/22金までのご予約で5%OFF友の会会員様特典

,
17 Maruhiro

Christmas
Fair
まるひろ

クリスマスフェア
◆12月25日（月）まで
◆2・3階にて開催

〈蛯原静子〉
ゴブラン織ハンドバッグフェア

①トートバッグ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19,440円
②ショッピングバッグ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8,640円

「軽さ」「使いやすさ」を追求した
ゴブラン織ハンドバッグを、プレゼントにいかがですか。

セミショルダー
（牛革／クロ、ブラウン、ボルドー、

ダークグリーン）・・・・・・・・・・・・・・・・・・24,840円

ギフト6点セット
（セット内容：ループ付きタオル・
ソックス（9～11㎝）・エプロン・スタイ・ミトン・
ガラガラ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円

〈コロンビア〉
ニット帽・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,132円
ネックウォーマー・・・・・・・・・・3,132円
手袋 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,808円
イヤーマフ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,808円

〈セルジオタッキーニ〉
紳士ハーフジップセーター（毛46％・アクリル30％・
ナイロン23％・ポリウレタン1％）・・・・・・・・・・・・・・・・・10,692円
紳士チェックシャツ（綿100％）・・・・・・・・・・・・・・・7,452円

編み地×フェアアイル柄のセーターです。
あたたかく、優しい印象のセーターはギフトに最適です。

① ②

※写真は一例です。

※写真は一例です。

※写真は一例です。

〈キタムラK2〉Collection
◆12月20日（水）～25日（月） ◆2階＝ハンドバッグ

◆2階＝ハンドバッグ

〈赤ちゃんの城〉ギフトフェア
◆3階＝ベビー用品

◆2階＝紳士服

◆2階＝スポーツ

ヨコハマ元町で育んだ自由な発想や
インターナショナルな感性をもとに比類なき
バッグ作りへのこだわりと元町ストーリーが
織りなす〈キタムラK2〉のバッグを、
期間限定でご提供いたします。お買得の
品 も々ご用意して、皆様のお越しをお待ち
しております。

〈赤ちゃんの城〉の人気商品が入った
ギフトセット。専用BOX付きなので、
ギフトにも最適です。

〈コロンビア〉から今冬オススメのアウトドア
雑貨のご紹介です。ユニセックス仕様
なので男女問わずどなたにも喜ばれる
ギフトです。

〈フェイラー〉
ハンカチ各種　・・・・・・・・・・・・・・・2,376円
メガネケース・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円

◆3階＝ギフトプラザ

歴史と伝統に彩られた
ドイツ・シュニール織のブランド
FEILER（フェイラー）は、深く美しい
発色と機能性に優れ、クリスマスの
贈り物に最適です。

予告

Present
期間中、クリスマスギフトを5,400円以上お買上げの
お客様先着10名様に「ハンカチ」を差しあげます。
※無くなり次第終了となります。

http://www.maruhiro.co.jp/検索丸広百貨店

12月14日（木）まで
12月23日（土・祝）・24日（日）〈各日午前11時から〉

ご予約受付
お渡し

◆1階＝名店
クリスマスケーキ
ご予約承ります。

※お品代はご予約の際、または12月14日（木）までにご来店にてお願い
いたします。※数に限りがございますので、お早めにご予約くださいませ。

ご予約承ります。
◆1階＝特設コーナー

ご予約受付
お渡し

12月22日（金）まで
12月31日（日）〈午前11時から午後5時〉

※お品代はご予約の際、または12月22日（金）までにご来店にてお願い
いたします。※数に限りがございますので、お早めにご予約くださいませ。

12月31日（日）の配送も承ります。（送料税込648円）
■　おせち配送承ります。（埼玉県内のみ）■　おせち配送承ります。（埼玉県内のみ）

・・・・・3,996円

〈新宿高野〉
フレーズ ロゼ
（直径約15cm）

19,440円

【銀座新之助 貝新×まるひろ】           
まるひろオリジナル
山中塗重箱入 和風
二段重（30品目 約3人前／
19.5×19.5×5ｃｍ×2段／重箱
材質：ABS樹脂）

まるひろ
オリジナルリニューアル



◆1階＝食料品食料品日 替 り 特 価生活応援 プライス

※紙面の表示価格は消費税を含む税込価格となっております。

※生鮮品は天候・交通事情等により産地変更、入荷できない場合もございますので予めご了承ください。

049（288）0001（代表）
営業時間
1階＝午前10時～午後7時30分
2・3階＝午前10時～午後7時

坂 戸 店

まるひろは、
お支払いが
一目で分かる

税込
表示

※生鮮品・惣菜の写真はイメージの為、
入数・容器が異なる場合がございます。

まるひろMクラブカードは、「100円（税抜）のお買物で1ポイント」12月13日（水）は「100円（税抜）のお買物で通常の1ポイントに、プラス2ポイント」

まるひろMクラブカード会員様

食料品
※ポイントは本体価格で計算させて
　いただきます。
※一部除外品もございます。
※他の割引ご優待との併用は
　できません。
※詳しくは係員におたずねください。 

ポイントフェア12/13□限り水

99円均一99円均一

〈愛知県産他〉
トマト
（1袋）・・・・・・・・・・・・・・・299円

近藤乳業
酪農牛乳
（1ℓ・1本）・・・・・・・・179円

【肉処せんや】
〈国内産〉
豚ロース切身
（100g当り）・・・・・・220円

【東信水産】
〈香川県産〉
オリーブぶり切身
（養殖／3切）・・・・780円

青果

先着50点限り

先着200点限り

●〈埼玉県産他〉きゅうり
（2本） 先着400本限り

●〈新潟県産他〉まいたけ
（1パック） 先着200点限り

●〈北海道産〉たまねぎ
（3個） 先着900点限り

●〈フィリピン産〉デルモンテバナナ
（1袋） お1人様2点・先着200点限り

お1人様2点・先着100点限り

12/13水

14木 15金 17日16 土 ●

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各159円
エバラ すき焼のたれ・キムチ鍋の素
（各300㎖・1本）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・199円
【デリカ味彩】ムラサキいかの
まるごと唐揚げ（100g当り）

〈栃木県産〉
とちおとめ
（1パック）・・・・・・・・・499円

マンジョウ 
芳醇本みりん
（1000㎖・1本）299円

【肉処せんや】
〈国内産〉若どり
モモ角切り
（100g当り）・・・・・・・128円

【東信水産】
本マグロ入
握り寿司セット
（10貫）・・・・・・・1,280円

先着50点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・418円
ヤスダ ドリンクヨーグルト
（900㎖・1本）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99円
【デリカ味彩】
フライ・コロッケ各種（1枚）

〈茨城県産〉
れんこん
（100g当り）・・・・・・・・・・79円

キッコーマン飲料
調製豆乳・無調整
豆乳（各1000㎖・1本）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各189円

【肉処せんや】
〈国内産〉
牛小間切れ
（100g当り）・・・・・・399円

【東信水産】
〈アメリカ産〉
塩数の子
（約500g）・・・1,980円

各日先着50点限り

各日先着200点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・299円
ヤマサ 有機丸大豆の
吟選しょうゆ（1000㎖・1本）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・280円
【デリカ味彩】具たっぷり
中華春巻（4本）

【肉処せんや】〈国内産〉
牛肩うす切り
（100g当り）・・・・・・・・・・・・・・・・・700円

【東信水産】〈チリ産〉
甘口銀鮭切身
（養殖・解凍／3切）・・・・498円

先着50点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・799円

赤羽商店 瀬戸内産
寿司焼海苔
（24枚入）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・559円

紀文 紀文の季節
（12種21品・1パック）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5割引
冷凍食品（一部商品を除く）
店頭表示価格（税抜）より
レジにて ・・・・・・・・・・・280円

【デリカ味彩】
ミニ豚ロース串カツ
（10本・1パック）

ポイント食料品

彩の国から冬の贈り物 2017 まるひろのお歳暮
お歳暮ギフトプラザ

12月18日（月）まで好評開設中！
◆3階=ギフトプラザ〈最終日は午後4時閉場〉

埼玉名産品ギフトは
彩の国の百貨店
「まるひろ」で。

Kobaton
期間中、2017年の他社ギフト申込書をご持参の上、
新規にお歳暮ギフトプラザにて10,800円以上

お買上げでご配送のお客様に
「1,000円のお買物券」をプレゼントいたします。

乗り換えキャンペーン ◆12月18日（月）まで

◆12月13日（水）～19日（火） ◆1階＝特設コーナー 
※数に限りがございます。品切れの際はご容赦くださいませ。

パティスリークリエーション 
ガトーフェスタ ハラダ 期間限定販売会

　グーテ・デ・ロワ
ホワイトチョコレート 
簡易大袋（10枚入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・864円

　グーテ・デ・ロワ 
クリスマス
デザイン簡易大袋
（2枚入×13袋入（26枚））
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・972円

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

平成29年2月末日までに積み立てられた
ポイントは、本年12月末日までに
ご利用をお願いいたします。

●お問合せ
3階＝
サービスカウンター

ご利用いただけない
ポイントは平成29年
12月末日の
営業時間終了後に
無効となります。
ご了承くださいませ。

『Mクラブカード』会員様へ

こ
の
部
分
で
す
。←

お買上げレシートより
 印部分をご確認ください。

丸広 花子

※詳しくは売場係員にお尋ねください。


